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１．歯科医療にとって今日的教訓とすべき事件

過去５回にわたって紹介した本シリーズも，まと
めの段階を迎えた。

歯科医師による静脈内注射事件（３回），死亡診断
書交付問題そして歯科口腔外科の診療領域につい
て，先人の壮絶な闘いの記録を追求してきたが，他
にも最近の市立札幌病院における歯科医師の救急研
修問題（資料４－１）をはじめ，医療事故に関する訴
訟とマスコミの報道姿勢の中で画期的な事例となっ
た福島県立大野病院事件（資料４－２），４歳男児の
軟口蓋に割り箸が突き刺さって死亡した事件（資料
４－３），歯科麻酔と医科麻酔，介護における歯科
の業務の在り方，医学部附属病院における歯科口腔
外科の歴史と現状，総合病院における歯科（口腔外
科）の経営と存続の危機，そして大震災時の遺体検
死や個体識別等，検証したい問題が山積している。

しかし，紙数の都合上これらは他の機会に譲るこ
ととし，以下に歯科医療と法制との関係について検
討してみたい。

２．静脈内注射事件からの教訓

被告側の弁護団が，繰り返し一貫して強調した趣
旨は，
「医療の内容は，その時代の科学や医学医術の進

歩発達につれて伸縮する。各診療科の領域もまた同
様である。」という主張であった。すなわち医療は
全体として，時代とともに拡大進歩するものと述べ
る山崎佐弁護士の理論は，先行した検事側証人の証
言や検事の論告をも柔軟に取り込むような説得力が

あり，結局のところ裁判官の逆転判決を導出した感
が強い。この後，検察側も上告を断念したため，判
例として確定した。これは単なる判決と異なり，法
律と同様の意義を持つ。したがって，今後その趣旨
に反した判決が出ることは理論上ありえないし，行
政上の解釈でも尊重されなければならない。

歯科口腔外科診療の対象となる疾患は主として口
腔顎顔面頸部に初発するが，必ずしもその局所に単
発するとは限らず，全身の複数の部位に発現する症
例もある。また，他部位や遠隔の組織に初発する場
合でも，口腔顎顔面頸部に併発もしくは続発する例
も少なくない。そのため，歯科診療でも問診，診察
は全身のチェックを要し，検査も口腔顎顔面頸部に
加えて時に尿や血液等の採取や，生理，病理学的手
法によって全身的な範囲に及ぶことになる。上記部
位に対する手術の一環として，胸腹部をはじめ上下
肢から皮弁や骨を採取，移植することもある。

全身麻酔は日常的に施行されている。鎮痛，鎮
静，消炎，抗菌薬の場合，注射はもちろん内服も全
身に影響する。加えて歯科治療は，ヒトにとって感
覚的に最も鋭敏，かつ自律神経の稠密な部位を刺激
することになるので，周術期はもちろん術後も慎重
な監視が求められる。全身的偶発症も，まれではな
い。ここに，「治療方法の無制限論」を正当とする
根拠が明確に存在するのである。

３．死亡診断書の交付問題からの教訓

昭和２３（１９４８）年７月，進駐軍（GHQ）は強引に歯
科医師による死亡診断書の作成と交付を否定した。
この屈辱的不条理を跳ね返すために，独立を回復し
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た昭和２６（１９５１）年，歯科界から１人の国会議員が出
て猛烈な活動を開始し，半年足らずのうちに宿願の
歯科医師法第１９条３項の削除に成功した。しかし，
同議員はその年の暮に突然，劇的な最期を遂げる。
まさに歴史的な大事件であったといえよう。

歯科医療は，ともすれば「患者の死」から縁遠い
と見なされてきた。しかし全国的に見た場合，診療
所でも突然死は毎年少数ながら必発する。まして二
次，三次医療に携わる大学病院歯科口腔外科等では

「がん」患者を扱うこともあって，死亡診断書を交
付できないと業務に著しい支障を来たす。

救急救命等のために他科医師の応援を求めるのな
らまだしも，すでに死亡した患者を前にして診断書
の作成を依頼するのは，いかがなものか。これに全
く痛痒を感じない歯科医師が，今日でも存在するの
ではないかと筆者は懸念するのである。いずれにせ
よ，歯科医療の拡大発展を妨げる言動は先人の努力
を無にするのみならず，後進の将来を妨害する原因
になりかねない。

４．歯科口腔外科の診療範囲は規定できない

医療の内容はその時代の科学，医学の進歩発達に
つれて伸縮するものであり，各診療科の領域も同様
である。にもかかわらず診療科は専門化，細分化を
続けるうちに，隣接領域との間に縄張り争いを生ず
るようになった。だが，この領域に法的な線引きを
することは不可能であり，相互に重なり合う分野の
あることは従来からの常識である。まして医療であ
るか，あるいは非科学的な非医療であるかを，あら
かじめ法文で規定することは基本的に不可能であ
る。医療の範囲は漸次拡大し，過去に非医療と思わ
れていたものがつぎつぎと医療に組み込まれてきた
ことは，歴史の示す通りである。

同様に，歯科医療の範囲を法文で規定することも
理にそぐわない。患者に対する侵襲性を完全に回避
できないため外科系に位置づけられ，一般に内科や
皮膚科よりも苦痛の多いイメージがある。これを緩
和する方法にも長年にわたって種々の研究がつづい
ている。

５．法に対する医療者の誤解

１）医療経済に貢献した日本の社会保険制度
第２次世界大戦前はもちろん，敗戦後の影響が色

濃く残っていた昭和２０年代末まで，わが国の医療は
歯科を含めて水準も経済規模も今日とは比較になら
ない状態であった。１県１医大構想に基づく新設医
歯大の発足は，昭和４０年代後半になってからであ
る。患者が医者にかかると，その支払いは自費（一
般，自由診療）が主流であった。通常は事実上掛け
売り（「付け」）で，結局は焦げ付きや踏み倒しも少な
くなかった。

この状態は一変する。１９５８（昭和３３）年に国民健康
保険法が成立し，１９６１（昭和３６）年からは全国の市町
村で国民健康保険事業が始まった。当初は歯科の補
綴，義歯が保険適用外扱いとなるなど，保険者ばか
りでなく歯科医院にも好都合な面があり，導入は円
滑に行われた。すなわち，国民皆保険制度の登場で
ある。窓口払いはともかく，保険者分は数か月後に
支払われるため，診療所では歓迎された。

この制度は患者の受診率を大幅に向上させ，後
年，世界に冠たる社会福祉システムと評価された
が，何よりも日本の医療界に爆発的な拡大成長をも
たらした。患者の恩恵は世界一の長寿国実現でも示
されるが，それ以上に恩恵を受けたのはむしろ医
師，歯科医師，医療産業側といわれた。医療は現物
給付で，支払基金や国保連合会の審査も今日のよう
な「査定減」をノルマにしたり，厳しい「指導」で
院長を自殺に追い込むような過酷さはなかった。た
だし，一方で「医は仁術」から「算術」に変貌した
といわれる。そして人口の高齢化，医療技術の進
歩，経済不況とともに，社会保険の財政は急速に赤
字を抱えるようになる。
２）療養担当規則や行政の通知に絶対服従の医療

医療を実施する上で，青本といわれる社会保険の
“バイブル”や厚労省から発せられる疑義解釈集を，
診療室に常備しているのはよくある状況である。問
題は保険医のみならず，医療の広範な関係者が療養
担当規則（療担）を金科玉条として扱い，契約の名の
下にがんじがらめになっている実態があることであ
る。毎月提出する診療報酬明細書の審査で，ズタズ
タに削られたら困ると思う結果，少くも書面上は病
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名と診療内容の不一致を避け，規定以上の薬剤や材
料等を使用しても，自主的に点数を削除する。逆に
増点する場合の中には架空請求もあるが，これは犯
罪である。そのため保険行政と医療機関との間に
は，問題が多発している。

２０１１年６月１５日，注目すべきニュースが報道され
た。
『みぞべこどもクリニック（山梨県甲府市）院長の

溝部達子氏が，保険医療機関指定と保険医登録の取
消処分の取消を求め，国を訴えていた裁判で，国は
上告期限の６月１４日までに上告せず，溝部氏の勝訴
が確定した。東京高裁は５月３１日に，取消処分につ
いて，「著しく妥当性を欠くことは明らかであり，
裁量権の範囲を逸脱したものとして違法」として，
溝部氏の訴えを認める判決を出していた。保険指
定・登録の取消処分が裁判で違法とされ，確定した
のは初めて。

厚生労働省は，上告しなかった理由として，「関
係機関と協議し，判決文を総合的に勘案した結果」
と説明するにとどまっている。』

この事件は，インフルエンザの流行期に，直接診
療しないで親からの問診内容に基づき投薬，不正請
求（総額約４２万円）したとして山梨社会保険事務局が
保険医登録を取り消した事件である。一審の甲府地
裁は「国の裁量権の範囲を逸脱している」として処
分を取り消した判決を出し，次いで東京高裁が従来
の方式を破って地裁判決を支持した初めての事例で
あった。

基本的に，診察しないで処方するのは違法であ
り，不条理でもある。しかし，規定に合う診療だけ
では流行を拡大したり，萎縮医療にもつながる。患
者家族との紛争も生じかねない。一方，保険医療を
実施している会員が圧倒的に多い現状をふまえて，
日医も日歯も日薬も厚労省や保険者とともに，制度
維持のため必死に足並みを揃えている。診療側とし
ては収入増につながる議論を中医協等で交わすのに
精一杯で，抵抗の大きい歯科医療の範囲の拡大や新
技術の導入などには，あまり精力的な活動をしにく
い状態になっている。

かくして今日の医療は，社会保険医療の点数と療
担規則に忠実で，世界的に廉価な報酬に耐え抜く，
悪くいえば温湯に浸る医師，歯科医師が圧倒的に多

くなり，行政の発する通知，疑義解釈等を「遵守」
することで医業の責務を充分に果たしたものと勘違
いする「思考停止」（郷原信郎氏；思考停止社会，
講談社）に陥ってきたのではなかろうか。
３）医療に対するマスメディアと行政の危険な姿勢

法令は成立後の経過が長いほど，実態との乖離が
大になる。そこで行政は政令（省令），施行規則，通
知さらには学会や業界の学識経験者と称される人材
を動員して種々のガイドライン，マニュアル等を作
成し社会的規範として隙間を埋めようとしてきた。

ところが上述の郷原氏は，それらを法令同様に
「遵守」しようとする風潮があると，大きな弊害を
もたらすことになると指摘する。曖昧な「不正行
為」の適用範囲が不当に拡大され，それが独り歩き
し，「不正行為」を行ったのだから弁解の余地はな
い，と一方的に非難される。そして「遵守」の弊害
が世の中にまき散らされることになる，と警告す
る。

現在の JR が国鉄と称していた１９７０（昭和４５）年
頃，三公社五現業の労使の争議は年中行事となり，
いわゆる「遵法（順法）闘争」が頻発した。これは運
転士や機関士が，過度にマニュアル通りに運用する
手段である。すなわち電車（列車）の車間を大きく開
けたり，カーブで徐行したり，鉄路上に１羽のカラ
スがいただけで停止したりするうちに，ノロノロ運
転を余儀なくされ，全体的にダイヤの乱れと混雑が
生じる戦術である。結果として利用者の国鉄離れや
鉄道網全体の衰退を招き，厖大な赤字が残るという
悲惨で皮肉な結末に至った。

医療は，マニュアルだけで運用できない。一般に
「正確，迅速」を求められる半面，往々「臨機応変」
が必要である。問診，診察にゆっくりとした時間を
割くこともあれば，処置手術では必ずしも一定せ
ず，「緩急自在」でなければならない。手術は診断
の連続である。すべての診療が，クリニカルパスで
対応できるわけではない。２００９年の新型インフルエ
ンザ騒動で，厚労省はひどい失態を繰り返した。こ
の典型的な事例から，亀田総合病院の小松秀樹副院
長はつぎのように指摘する。
「医系技官は医師免許をもっているが，行政官で

あり，医学より法を優先しなければならない。科学
的見地から実状を観察して現実的な対策を考えるの
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ではなく，過去の法令に縛られる。ハンセン病患者
の生涯隔離政策が，科学的正当性を失った後も長年
継続された事実が示すように，行政官は，過去の法
令に科学的合理性があるかどうか，その法令を現状
に適用することが適切かどうかを判断しない（月刊
保険診療５月号，２０１１年）。」この指摘は，最近の東
日本大震災でも証明された。行政はやはり前例のな
い事態に，救急即応できなかったのである。
「遵守」のプレッシャーを乗り越えなければ，日

本の未来は開けない。これを医療に携わる個人や組
織として考えるならば，真の社会的要請に対する鋭
敏さ（sensitivity）を持ち，人や組織がお互いに信頼

（confidence）し，力を合わせる（collaboration）とい
う３つの組み合わせが必要である。すなわち実態を
無視した法令遵守の形式論理から，患者中心の医療
を求める社会的要請重視への転換が重要である。

筆者はさらに，医療問題を直ちに刑事事件として
とりあげるマスコミの動向に煽られて，行政や司法
までもが影響を受けることもまれではなかったこと
を指摘したい。２００１年の東京女子医大事件，２００４年
の福島県立大野病院事件，２００８年の杏林大割り箸死
事件の公判に対する TBS テレビのニュース報道（み
のもんた事件ほか），さらに歯科関係者としては
２００１年に発生した痛恨の市立札幌病院事件等は，さ
らなる検討を要する歴史的課題である。このように
臨機応変の対応ができないばかりか，法令や判例，
歴史的慣習までも無視，曲解した通知や起訴，判決
を，公的機関が誤って出すこともあることを，特に
医療関係者は銘記する必要がある。

６．根強い「医歯分離固定論」

歯科医師の職域を，歯と歯周組織に限定すべきだ
という旧来の医歯分離固定論を展開する動きが，今
日でも根強くあることに警戒しなければならない。
最近の事例を挙げると，禁煙支援問題がある。

タバコから逃れられない「ニコチン依存症」につ
いては，２００６年度から社会保険診療の適用となっ
た。だが，歯科医には認められていない。学会活動
ばかりでなく，日常の診療の中でかなりの実績をあ
げてきた者が多いにもかかわらず，肝腎の歯科医師
会側からの要求力が弱いといわれている。
「要求のないところに予算は付かない」のが，役

人の世界の常識である。筆者の知り得たいわゆる医
科側の循環器，呼吸器等の専門家からの情報では，
なぜ歯科で禁煙治療が認められないのか，むしろ不
思議に思っている。医師会関係者の推測では，歯科
側としては他の要求事項を優先しようとする結果，
禁煙治療に関する要求の声がほとんど出ないので，
結局ゼロ回答になってしまったという。点数が小さ
くても，このような医歯間格差は見逃せない。格差
以上に，謂れのない「差別」になっているからであ
る（吉澤，千葉歯報通巻６３３号，２０１１）。

７．コメディカル勢力の台頭

医師以外の医療従事者，すなわち看護師をはじめ
とする多くの職種は，従来パラメディカル，コメ
ディカルという表現で一括され，あくまで主体であ
る医師の脇役，協力者という位置に抑制されてき
た。しかし聖路加国際病院の日野原重明氏が長年主
張してきたように近年，この体制に大きな変化が生
じている。すなわち（特定）看護師，救命救急士，介
護職をはじめとする各職種のキャリアパスや業務の
拡大が問題化してきたのである。

これには医師，歯科医師以外の医療系教育年限が
大幅に延長してきた背景があるが，医療全体の量的
質的拡大進歩に伴って，医師単独では対応しきれな
い分野が複雑かつ急速に増大したことが大きい。歯
科医療においても歯科衛生士，歯科技工士に関連す
る課題は，従来のヒエラルキーを維持できなくなっ
たことを意味するのではないか。

医療の行き詰まりを打開するのに，搦め手である
「介護」の分野から変革を進めようとする流れも強
い。ケアマネージャー（介護支援専門員）制度の発足
に際し，厚労省は平成１０年の第１回試験から多くの
職種に受験資格を与えた。医師主体の実質的否定で
ある。ちなみに歯科衛生士の合格者数（平成２０年度
累計９，５６０人）は一貫して歯科医師（同３，３６９人）より
もはるかに多いのが注目される。医師は１４，７９８人，
介護福祉士１４７，３４０人，看護師・准看護師１４６，２９５人
などであるが，歯科衛生士の合格者数は，理学療法
士（８，９４６人）や作業療法士（５，２９８人）を上回っている
のは評価される。なお全体の合格率は，平成２０年度
で２１．８％である。

介護報酬は診療報酬よりも低く，福祉予算の抑制
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を狙う国の思惑が見え見えだが，だからといってこ
れを軽視するわけにはいかない。

８．警察，検察，裁判所の性格と科学者の立場

司法関係者は元来保守的で，将来を展望する裁判
官は少ない。しかも自らの「無謬性」つまり「自分
は決して間違うことがない」という立場を貫き，た
とえ誤っても謝らない，責任はもちろん取らないと
いう存在である。また，警察検察の不祥事から判明
したように，少なからぬ冤罪の発生は，非科学的非

けんきょうふ かい

論理的な牽強付会の積み重ねの結果である。医療事
故を過誤とみなし，刑事事件化する傾向をとらえ
て，民間の品川美容外科や三宿病院に，警察 OB が
あらかじめ天下りする事例が露呈したが，それは違
法でないという。

一方，科学の研究者は，将来の開発に重点を置
く。たしかに，日常で勇み足も発生し，人道の理
念，倫理を考えずに大量殺戮兵器を発明したり，生
体実験を実施した忌まわしい過去の悪行は永久に糾
弾されなければなるまい。しかし，将来に視野を定
める姿勢と思想は，むしろ宿命である。自己犠牲も
不可欠だ。したがって科学，医学の進歩発展に対す
る外部からの妨害は，基本的に避けなければならな
い。科学，医療の暴走，事故等は科学者，医学者の
歴史認識に基づく自己規制と，第三者を含む事故調
査の組織等によって管理されるべきである。わが国
の場合，政治資金となる献金でさえ直ちに賄賂とせ
ず，規制よりもかなり緩い「規正」で処理されてい
るではないか。

科学の本質は正義である。すなわち異論，反論の
存在も相互に忍耐強く許容し，尊重し，広範に検討
し，真理の追求に努めなければならない。そのため
に研究者は対等のはずであり，医療従事者は，科学
の社会的実践者としての心構えを維持すべきであ
る。

しかし平成時代の警察，検察は，医療事故に対し
て依然刑事的対処をためらわない。これは，基本的
にマスコミのセンセーショナリズムや商業主義が，
大衆の感情的な意向を「マッチ（着火）」と「ポンプ

（消火）」で操り，背景に醸成される疑似世論を見な
がら迎合する性向と微妙に暗合するもので，２１世紀
初頭，医療が崩壊する大きな原因にもなった。過去

にプロフェッショナルとされていた職種が堕落した
からだという批判もあるが，医療の進歩は常に
１００％の成功を保証するものではないことを，自他
ともに充分噛み締めるべきである。

最後に，大野病院事件の弁護人のひとり安福謙二
弁護士が感じる「医療と司法のギャップ」を引用す
る。専門家同士が時に，真っ向から対立する意見を
持つことも珍しくない例として，創傷治療の手法を
あげ，「絶対に消毒しない」と主張する石岡第一病
院（茨城県）傷の治療センター長の夏井睦氏と，
「ケースバイケースで消毒液は使うべきだ」と語る
徳島大学中西秀樹教授の意見を紹介している。
「専門家同士で議論しても，結論が出ないことが

多々ある。それが医療の世界であり，（中略）学会で
も侃々諤々，議論している。結論が出ないこと，そ
れは当たり前。しかし，司法の現場では，白か黒
か，結論を出さねばならない。医療は専門外の人物
が下したそんな答えを，医療者が受け入れられるの
だろうか」「医療に限らず，科学の世界では，ある
命題に対する答えは，“正しい”“間違い”“分から
ない”という三つがあるが，裁判所においては，“正
しい”“正しくない”の二つしかない。とにかく，立
証責任という形で，答えを決めなければならな
い。」

だが，裁判所も行政と異なる判断をするように
なった。広島，長崎での被曝者認定に関して，厳し
すぎる厚労省の基準を否定し，内部被曝で晩発する
疾病も認定すべきだという一連の判決が出ている。
そもそも法律家と医療者の論理構造に相違があり，
前者は「線形」，後者は「非線形」だという指摘に
は首肯できる。

９．歯科医療者の社会的姿勢

歯科医師を含む医療者は，従来から一般に「善意
の人」とされ，医療制度や低賃金に対しても忍耐と
沈黙で対処してきた。しかし，それは自らの消極姿
勢を合理化する原因となった。昭和３０（１９５５）年代以
降の日本歯科医師会は日本医師会（武見太郎会長）に
寄り添い政治性を帯びていたが，半面社会性に乏し
いきらいがあった。それでも両組織の求心力は，社
会保険制度の普及と租税特別措置法とともに絶対的
な強さを誇るようになり，組織率は高かった。
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だが，国の行政に対する影響力の低下とともに医
療費は伸び悩み，２０００年以降は削減も余儀なくされ
た。医師会も歯科医師会も戦時中と異なり任意加入
で，昨今は特に都市部の非会員が増加している。会
員の高齢化が進み，共済事業や年金制度の維持等，
種々の新たな問題を抱えている。公益法人認定法に
より，名実ともに公益法人たり得るかどうかも微妙
だ。２０１０年７月の参議院議員選挙では日歯の１名を
除き，日医，日薬，日看等の組織候補は軒並み落選
した。政治に嫌気した会員が，連盟から脱退する流
れも止まらない。そして社会全体の閉塞感は，３K
の医療中でも歯科に，強く及んでいる。

結果として，社会における歯科医師の立場は必ず
しも以前より高く評価されていない。特に全身にわ
たる保健，医療の相談相手としてはむしろ薬剤師，
看護師の信頼性が上昇している。ちなみに第３類医
薬品であるアスコルビン酸の外箱に記載された効
能・効果には，「歯ぐきからの出血，鼻出血の予防」
で，「医師，薬剤師又は歯科医師に相談すること」
と記されている。既述のように，禁煙指導でも薬剤
師の業務は明確であるが，歯科については療養担当
規則上の記載はない。

１０．社会貢献をめざす歯科の近未来への提案

現体制の維持を前提にするかぎり，日本の医療，
中でも歯科医療の再興は望めない。「遵法精神」か
ら脱皮して社会活動を広範に展開し，対立を恐れず
に新規の分野への進出と実績を重ねる必要がある。
凋落衰退に歯止めをかけるための具体的提案は，以
下の通りである。
１）介護とリハビリにおける歯科の業務の確立
２）大規模災害における保健医療への対応
３）歯科関係者の救急医療技術の拡充（一，二次へ

の対応）
一次（夜間休日対応，体表面外傷，喘息発

作，てんかん発作，過呼吸症候群，
BLS，二次への転送など）

二次（臨床検査，急性肺炎，脳梗塞等の診
断，ACLS，画像診断，点滴治療，専
門医紹介，三次への転送など）

三次（人工１００万人に１か所の医療機関，緊急
輸血，緊急手術，複数診療科の医師常駐）

４）歯科医学教育の大幅な改革
５）歯科医師会立総合病院の開設と病院歯科口腔外

科のあるべき姿の構築
６）歯科医師法の改正（施行令，施行規則連動）
７）死体の検案（検死）の実施
８）歯科麻酔医のスキルアップとキャリアパスによ

る医科麻酔の担当
すなわち，介護とリハビリにおける歯科の業務の

強化について，医療とのバランスを考慮した場合，
今のところ歯科診療所や歯科医師会の関心はうす
い。そこであえてその資源配分を，半々にする決断
をしてみてはどうか。

つぎに大規模災害における保健医療，救急医療，
死体の検案等への関与をめざす。これはいうまでも
なく，卒前卒後の教育研修に関連する。大学附属で
はない歯科医師会立総合病院の開設は壮大な実験
で，経済的リスクも当然伴う。しかしこれこそは歯
科医師会が主導すべきで，医療の関連団体以外にも
支援を求めて実現させれば，歯科に対する社会の認
識も大幅に変るであろう。加えて，歯科医学教育の
大幅な改革と歯科医師法の改正を断行する。以上が
荒唐無稽でなくなるとき，歯科医療の未来は確実に
打開されるにちがいない。

資料４－１ 市立札幌病院事件年表

２００１（Ｈ１３）
６月５日 北海道新聞（道新），市立札幌病院「歯科研修

医が専門外治療」
厚労省「医師法違反の可能性」，などと第１
社会面トップで報道

６月１０日 道，市保健所が市立札幌病院救命救急セン
ター立ち入り検査

９月１０日 札幌市からの照会に対する厚生労働省医事課
長の回答（医政医発第８７号）

９月１４日 道新，解説記事で札幌市が歯科医師らを告発
すべきとの論を展開

「捜査に支障」とする市に「事実公表せよ」
と迫る

１０月 札幌市保健所が，医師法違反の疑いで市立札
幌病院救命救急センター部長松原泉医師と歯
科医師３名を札幌中央署に刑事告発

２００２（Ｈ１４）
１月１０日 道新（夕刊），「救急センター部長送検」と５
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段見出しで報道
北海道警札幌中央署，市立札幌病院救命救急
センターの医師，歯科医師の計４名を，医師
法違反の疑いで書類送検

１月１２日 道および札幌市保健所が同病院を立ち入り調
査

１月１３日 道新，社説で歯科医研修を「資格外診療が生
む不信」と批判

２月１３日 道新，地検が１２日市立札幌病院の救急研修，
センター部長を起訴
歯科医は起訴猶予，ガイドライン未整備のま
ま，などの見出し

２月１４日 札幌地検，松原泉医師を医師法１７条違反の罪
で札幌地裁に起訴

５月２４日 第１回公判（検察側の冒頭陳述）
７月１９日 第３回公判（救命救急センター副部長＝検察

側証人が証言）
８月２７日 第５回公判（研修を受けた歯科医が，救急研

修の重要性を証言）
９月２０日 第６回公判で，厚労省の医事課長が証人とし

て出廷し，「歯科医の診療領域は口から咽頭
にかけてとその周辺に限定され，研修であっ
ても歯科医が医療行為を行えば違法」と証言
した。

１２月２４日 第８回公判（瀬戸晥一日本口腔外科学会理事
長が証人として出廷，本件各行為の違法性を
否定）

２００３（Ｈ１５）
１月１７日 第９回公判（佐藤朝之＝救命救急センター医

師が証人として証言）
１月２８日 第１０回公判（石田美由紀センター副看護師

長，小林一三北大歯学部地域支援医療部副部
長が証言）

２月７日 第１１回公判（羽田健一医師＝センターで研修
＝と，上級医だった山崎圭医師が証言，およ
び松原被告が意見陳述）

２月１４日 第１２回公判（戸塚靖則北大歯学部口腔外科学
教授が証言）

２月２５日 第１３回公判（被告松原医師に対する尋問）
３月４日 第１４回公判（検事側の論告求刑＝罰金６万円）
３月１７日 第１５回公判（最終弁論）
３月２８日 第１６回公判（１審判決（札幌地裁）＝罰金６万

円の有罪
松原医師，即日札幌高裁に控訴

７月１０日 歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン
（厚労省医政医（歯）発第０７１０００１号）＝平成２１
年４月１日改定

９月１９日 歯科医師の救命救急研修ガイドライン（厚労

省医政医（歯）発第０９１９００１号）
２００８（Ｈ２０）
３月６日 控訴審判決（札幌高裁）＝控訴棄却，即日最高

裁に上告
松原医師，即日最高裁に上告

２００９（H２１）
７月２３日 最高裁，控訴棄却の決定

資料４－２ 福島県立大野病院事件の概要

２００４年１２月１７日，帝王切開手術で女性が死亡。
本事件の患者は，帝王切開の既往歴がある女性。第２

子を妊娠していた女性は，２００４年５月に不正出血を来
し，大野病院を受診。その後，前置胎盤であることが判
明，帝王切開手術が予定されていた。１１月２２日に切迫流
産の恐れがあったために入院。１２月１７日の午後２時２６分
すぎから帝王切開手術を開始したが，予期しない大量出
血があった。前置胎盤の剥離には一部に癒着あり，癒着
の範囲と剥離継続の是非がその後の大論争となった。子
供を娩出後，同日の午後７時に死亡した。一連の診療・
手術を担当したのが加藤克彦医師だった。なお，前置胎
盤の癒着はまれで，術前には把握されていない。
２００５年３月３０日 県の設置した専門家による「大野病院
医療事故調査委員会」が「医療ミスがあった」との報告
書を公表
２００５年４月 富岡署が加藤医師を任意聴取
２００５年６月１６日 県が加藤克彦医師を減給処分
２００６年２月１８日 加藤医師逮捕（書類送検ではない）

３月１０日 福島地検が加藤医師を起訴（家族は告
訴していない）

７～１２月 福島地裁，計６回の公判前整理手続き
２００７年１月２６日 第１回公判，検察側と弁護側が冒頭陳

述。加藤医師，罪状認否で無罪を主
張，以後月に１度の公判

３月１６日 第３回公判，検察側証人で手術立会の
麻酔科医が「過失があったかは疑問」
と証言

２００８年１月２５日 第１２回公判：遺族３人が意見陳述
３月２１日 第１３回公判：検察側が加藤医師に禁固

１年，罰金１０万円を求刑
５月１６日 第１５回公判：弁護側が最終弁論で「医

療水準にかなう処置」と無罪を主張
８月２０日 第１５回公判（判決）加藤医師は無罪（判

決理由；胎盤剥離の中止義務なし）で
確定

資料４－３ 杏林大割り箸死事件の概要

１９９９年７月１０日（土）の１８時頃，東京都杉並区の盆踊り
大会（公立の障害者自立援助施設主催，会場は同園園庭）
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で綿菓子を食べていた４歳９か月の男児がうつ伏せに転
倒した際，のどを割り箸で深く突き刺した。その際割り
箸は折れたが，男児は自力で割り箸を引き抜いたとされ
る。ただ，その割り箸の所在は不明である。なお，同伴
の母親（高校教員，父親とともに本件原告）は，遊戯券を
受け取るために出向いていて，男児と一緒にいた次兄

（当時８歳１か月）が走り出した後を追った際の出来事で
あった。

受傷時，一時的に軽度の意識障害が見られたが，その
直後に意識を取り戻した。男児は施設内の保健室に運ば
れ，そこで同施設の看護師が口蓋に「へこみ」のような
傷があるのを確認したが，出血は止まっていた。１８時１１
分救急隊が到着した。隊長の診察では傷口の出血はにじ
む程度で，舌に血液の付着があった。１８時２０分救急車で
搬送され，１８時４０分頃三鷹市の杏林大学医学部付属病院
高度救命救急センターを受診した。

救急隊長と病院看護師は，再度傷口の確認をした。病
院看護師も特別な意識レベルの低下を認めなかった。１８
時５０分頃，耳鼻咽喉科の根本英樹医師の診察を受けた。

初診時，根本医師は母親から「転んで割り箸で喉を突
いた」旨を説明されたが，割り箸の折れた事実は誰から
も知らされなかったという。同医師は受傷部位をペンラ
イトで視・触診したが，傷口の深さは不明で，裂傷があ
るものの小さくすでに止血しており，異物などを触れる
こともなかった。救急車内や待合室で嘔吐したが，意
識・呼吸に問題なく，四肢麻痺等の神経症状もなかった
ことから，同医師は軽傷と判断した。そして，喉の傷を
消毒，薬（ケナログ）を塗布して，月曜日の外来受診およ
び何かあったとき病院への連絡あるいは受診を指示し，
髄膜炎の危険性も考慮して抗菌薬を処方し，帰宅させ
た。

帰路，父親が運転する車で事故現場附近のファミレス
に所用のため立ち寄った際，父親が「寒い？」と車中の
患児に問うと「寒い」と答えた（１９時半頃）。帰宅後就寝
中の２３時頃，被告医師の処方薬を嚥下した。

ところが翌朝，患児の症状が急変したため再度救急受
診したものの，午前９時２分，病院で死亡が確認された
事件である。

患児の死後，刑事と民事訴訟で医師の過失の有無が争
われたが，いずれも一，二審（地裁，高裁）において医師
に過失はなく男児の延命は不可能であったとして，無罪
の判決が下った。
初診後の経緯

男児が大学病院に救急受診し，帰宅後就寝した。母親
は徹夜で勤務先の高校の成績処理をしていた。その間，
男児は二度ほど嘔吐した。翌日の７月１１日午前６時頃，
母親が男児に声をかけたところ瞼や唇に動きがあった。
その後母親は寝入ってしまった。午前７時半頃，男児の

容態の異常に兄が気づき，母親は直ちに救急要請した。
救急隊到着時には，男児はすでに心肺停止状態となって
いた。午前８時１５分頃，ふたたび杏林大学病院に救急搬
送され蘇生処置が施されたものの，午前９時２分，男児
の死亡が確認された。

心肺蘇生中，２名の医師が軟口蓋の傷を視診，触診し
たが，異物等は確認できなかった。死亡後，割り箸の残
存も疑われ頭部 CT が施行されたが，それでも割り箸の
有無等は判明せず，死因不明であった。杏林大学は，異
状死として医師法２１条に基づき所轄の三鷹警察署に届け
出た。そして初動捜査と死体検案書作成のため，捜査官
と監察医（東京都監察医務院嘱託医）の派遣を招請した。
検死でも口腔内を観察したが，異物等は発見されず，病
死の蓋然性も推察された。しかし救命救急センターの医
師は，異状死であるとして解剖を依頼した。なお，先に
病院が提案した病理解剖は，両親によって拒否されてい
る。

死亡当日は日曜のため，翌１２日司法解剖（慶應義塾大
学医学部法医学教室担当）が行われた。その結果初め
て，咽頭の奥に深々と割り箸の破片が刺さっており，小
脳へ達していたことが判明した。父親は警察から司法解
剖の結果の報告を受け，頭蓋内に割り箸片が残存してい
たことを知り，警察に対してその事実を母親に伝えない
よう依頼した。７月１３日，杏林大学は記者会見を開き，
事故が公表された。その日の詳しい状況を長谷川 誠耳
鼻咽喉科学教授は，１０年後の２００９年６月２３日に，記者の
インタビューでつぎのように説明している。
『（前略）診療経過や司法解剖の結果などについて説明

しました。会見は時間制限を設けずに行い，いろいろな
質問が出ましたが，私が記者会見で一番いいたかったの
は，同様の事態が今後起きないために，「子供が物を口
に加えて遊んでいて転ぶと，予想もしない悲劇が起こ
る。だから注意してほしい。こうしたことをぜひ報道機
関が啓蒙してほしい」ということでした。しかし，マス
コミ，つまりテレビと新聞は一切（中略）現在に至るまで
報道した形跡はありません。今回の件に限らず，マスコ
ミは「社会の木鐸」と言われていますが，その役割を放
棄していると私は考えています。自分たちにとって都合
のいいこと，利益につながることだけを報道する。それ
以外のことは重要であっても関係はない，という姿勢で
す。
――記者会見ではどんな質疑応答が行われたのでしょう

か。
頭蓋内に割り箸が残っていた事実については，患児の

家族の希望で他言しないように，と警察からいわれてい
ました。しかしそれ以外のことに関しては，われわれは
その時に知り得たことをすべてお話し，院長は，「これ
は医療事故ではない」と説明しました。実際には，この
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「これは医療事故ではない」という院長の発言のみがテ
レビでは繰り返し報道されました。マスコミは「何かを
隠している，なぜ謝らないのか」などと思ったのでしょ
うか。確かにわれわれは会見の場で深い哀悼の意を表し
ましたが，間違ったことは何もしておりませんでしたの
で，謝罪はしませんでした。そのことがマスコミには面
白くなかったのでしょう（後略）。』

この約２週間後，母親は父親から男児の頭蓋内に割り
箸片が残存していたことを伝えられた。
裁 判
１．刑事訴訟

２０００年７月，警視庁は診察に当たった根本英樹医師を
業務上過失致死等の容疑で書類送検し，２００２年８月，検
察は在宅起訴した。このときの状況を，長谷川教授は前
述のインタビューで次のように述べている。
「起訴される前は，関係者全員，検察に事情聴取され

ましたが，それは突然だったと思います。私の場合は２
日間で，１日目は午後１時から午後１１時くらいまで，２
日目は半日くらいだったと思います。」

また，医師があとでカルテに情報を書き加えたことが
発覚し，自分の落ち度を取り繕おうとしたカルテ改ざん
疑惑も指摘された。２００６年３月に東京地裁は，カルテ改
ざんの可能性を認めつつ医師の過失（注意義務違反）を指
摘した上でも死亡との因果関係を否定し，救命は困難
だったとして無罪の判決を下した。

検察側は第一審（地裁）の判決を不服として控訴し，第
二審（高裁）が開かれたが，２００８年１１月の判決では，カル
テの加筆は改ざんの意図によるものではないとする医師
側の主張を認めたのみならず，医師の注意義務違反によ
る過失そのものが否定されて無罪の判決が下り，被告人
側の主張が全面的に認められた形となった。遺族は上告
を希望したが，１２月検察は断念，東京高検の鈴木和宏次
席検事が会見を開き「上告理由が見いだせない」と述
べ，被告人の無罪が確定した。
２．民事訴訟

また，両親は２０００年に民事訴訟を起こし，病院側と医
師を相手取り総額８，９６０万円の損害賠償を求めて東京地
裁に提訴した。２００８年２月，第一審判決では医師の診察
に過失なく，延命の可能性も認められない，とされ棄却
された。２００９年４月の第二審でも同様の事実認定のもと
棄却され，遺族は上告をしない方針となり，一連の裁判
は終結した。
医学的所見

死亡後，死因不明のため救命救急医が腰椎穿刺を実施
したところ，血性髄液を認めた。脳出血を疑い頭部Ｘ線
と CT 撮影を行ったが，後頭蓋窩に硬膜外血腫と空気の
混入が認められたものの，依然死因は不明であったとい
う。そのため救命救急センターの医師は，異状死である

として解剖を依頼した。その司法解剖で初めて，左頸静
脈孔に嵌入し頭蓋底を越え小脳まで穿通した約７．６cm
の割り箸の断片が確認された。すなわち死因は頭蓋内損
傷であった。

剖検医が割り箸を発見したのは口腔を覗いたときでは
なくて，患児の頭蓋（骨）の頭頂部をすべて外し，脳実質
をすべて切除し，頭蓋底を露出させた時点であった。そ
こではじめて，厚く堅固な頭蓋底に開いた数ミリの左頸
静脈孔から，割り箸が小脳に向かって突き出しているの
を発見した。

刑事判決で認定された事実は，「男児が割り箸を咥え
たまま転倒し，自分で抜去したものの，割り箸の先端が
残り，残った部分は頭蓋骨を損傷せず左頸静脈孔に嵌入
して頭蓋腔に達して左内頸静脈の内腔を閉塞し，同部位
から左Ｓ状静脈洞や左横静脈洞にかけて静脈内血栓を形
成，これが死亡原因となった」というものである。一
方，民事判決では，「脳浮腫及び頭蓋内圧亢進に伴い，
最終的に呼吸中枢ないし循環中枢の障害により死亡した
と認められるが，具体的な機序は不明」として，地裁レ
ベルでの刑事裁判と民事裁判の間に，若干の解釈の相違
がある。この点について原告側は疑問とし，後述のマス
コミが充分な準備と理解のないまま，判決の翌日に不条
理な批判，名誉毀損を展開して BPO（放送倫理・番組向
上機構）から TBS に「勧告」が出される結果となった。

杏林大学の過去１０年前後のデータでは，何らかの物で
口腔内を突いたケースは１００例程度あったが，そのうち
重大な問題を引き起こした例や死亡した例は一例もな
かったという。また世界的に見ても，頚静脈孔に異物が
嵌入し小脳に到達したという症例報告はない。
マスコミの虚構による医師への批判

事件に関連して以下の点がマスコミにより，根本英樹
医師を批判する対象となった。
１）異状死として直ちに警察に届け出たにも関わらず，

医師が事件を隠蔽しようとし，救急隊からの連絡で発
覚したと報道された。

２）カルテ加筆をもってカルテの改ざんがあったと断定
的に報道した。

３）割り箸が頭蓋内から見つかった事実について，遺族
かん

の希望で捜査側が大学に緘口令を布き，当初発表を見
送ったにも関わらず，記者会見で意図的に隠匿したと
報道された。
民事訴訟第一審の判決後も，TBS テレビは番組内で

この事件について，「頑張っている（一般の）ドクターた
ちのプライドを傷つけるんじゃないかと」（医療ジャー
ナリストの油井香代子），「（脳に損傷がないかと）素人で
も考えますよね」（みのもんた）などと放映し，後年
BPO により「不正確，不公平な報道」で「放送倫理違
反があった」として改善勧告がなされ，みのは後日番組
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内で謝罪した。なお，同番組に出演した油井は，「私憤
を公憤にする」といった言葉で遺族の訴訟提起やマスコ
ミでの発言を励ましたり，母親の手記本の後書き解説を
執筆するなど，当初から本事件の遺族側に関わってい
た。これに対しては BPO も「遺族側に寄り添うかのよ
うなコメントを繰り返した」と批判している。
ずさんで脅迫的な検察の取り調べ（根本英樹医師の陳述）

医師が「前例がなく，機序の察しがつかないので予見
できなかった」と供述すると，検察官は激昂して，
「そんなことはないだろう。現実にあったじゃない

か」「（それならば）君の患者はみんな死ぬんだな」とど
なり散らした。

また調書の訂正点を医師に確認するため検察官が調書
を読み上げる際に，小声で聞こえないところがあり，不
審に思ってその部分を聞き直したところ，供述していな
い「もう少し注意すればよかった」と，恣意的に反省文
の形式に改ざんされていた。医師がこれに抗議し，この
部分の訂正を求めたところ，
「これはな，検事さまが作るもんなんだ。だから君が

いう通りには訂正しない」などと怒鳴り，拒否した。
社会および医療界に及ぼした影響

この事件を契機として，医療崩壊が大きく進行したと
いわれている。それまで，大病院の勤務医は労働条件に
見合わない低収入や過酷な勤務状況に対しても，不満を
自ら封印して社会のために貢献してきたが，善意に基づ
いて行った医療行為の結果が思わしくなかったという理
由で，刑事責任を問われる事態が続発し，現場から立ち
去っていった。３Ｋ（危険，汚い，きつい）の回避行動に
より勤務医から開業医へ，外科系から内科系へ，といっ
た傾向が著しくなり，外科医，産婦人科医，小児科医は
急速に減少した。また特に救急医療においては，わが国
の場合元来救急専門医が少なく，こわごわと働く「非救
急専門医」によって支えられてきた経緯がある。そこへ
この事件を期に，医師は自分も犯罪者として糾弾される
危険性があると考えるようになり，専門外の診療を避け
る傾向が強まった。

また財政上，２４時間あらゆる事態に即応できる体制に
ある病院は存在せず，多くの中小救急病院は紛争を恐れ
て，救急医療から撤退した。このような医師への刑事責
任追及に対して報道機関の及ぼした影響はきわめて大き
く，割り箸死事件についてのマスコミの報道は福島県立
大野病院事件，東京女子医大事件とならんで，今日の医
療の危機的状況を作り出したといわれている。

また，本件等での刑事事件化は，学会や医学雑誌での
症例報告，合併症報告，副作用報告を激減させた。もし
マスコミがその場に居れば「過失あり」と報道されかね
ないため，学会でも発表者の間違いを指摘する質問さえ
しにくい雰囲気が生じてきたという。医師同士の医学的

経験，情報の共有を阻害する危険性が示唆されている。
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